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10 静岡県熱海市で土石流が発生

泥まみれで這って逃げた私◉本田雅和

【連続スクープ】協力呼びかけにパートナー企業からは異論出ず

五輪組織委「日本でなければ
とっくの昔に中止になっていた」
◉Tａｎｓａ

開催まで２週間 

無理筋五輪に心折れた
◉写真／薄井崇友  文／本田雅和

新型コロナ  日韓の水際対策を比較
「自助」に丸投げする日本　
鮮やかな韓国の入国者管理◉吉方べき

衆院選占う2021東京都議選 
自公過半数に届かず、都ファ踏みとどまる

勝者なき権力の分散と「大政局」になる予感
◉安積明子

自民に広がる激震「菅総裁では戦えない」  

予想される反共攻撃と試される野党共闘
◉木下ちがや

成立した教員の性暴力防止法は何点？

児童・生徒を守る実効性はあるのか◉石田郁子

過去の闇から掘り起こされる差別・暴力の数々

北米先住民族 その受難の歴史
◉写真・文／鎌田 遵
日本の農業は守れるか（上） 藤原辰史氏インタビュー  　 

重要なのは農業のグランドプラン
◉聞き手・まとめ／粟野仁雄
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P26 3　風速計
良心の在りか
◉崔 善 愛
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【本】
『日本の男性不妊　当事者夫婦の語りから』
◉澁谷知美
『日本近現代建築の歴史  明治維新から現代まで』
◉永田 希
『ツボちゃんの話  夫・坪内祐三』◉高原 到
『10代から知っておきたいあなたを閉じこめる
「ずるい言葉」』◉太田明日香
『咲ききれなかった花  ハルモニたちの終わらな
い美術の時間』◉川田文子
『なかったことにしたくない  電子書籍をさがす
なら  hon.jpの５１２２日』◉岩本太郎
【映画】『スーパーノヴァ』◉さこうますみ
【音楽】『あの歌１』『同2』◉近藤康太郎
【映画】『食の安全を守る人々』◉伊藤千尋
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

たとえば世界でいま
香港／国安法から1年、深まる沈黙◉谷垣真理子
◆韓国／大統領選巡り大接戦、注目は前検事総長◉北方農夫人

不謹慎な旅 （38） 『桃太郎 海の神兵』
焼け野原の国策アニメ
◉写真・文／木村 聡
メディアウオッチ

｢表現の不自由展｣名古屋開催認めた河村市長の思惑
◉臺 宏士
｢ジェンダー｣題した記事は増えたがメディア界性差
別の解消は？◉李 美 淑
映画『片袖の魚』
主演 イシヅカユウさんに聞く
◉九龍ジョー

それでもそれでもそれでも（451）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉蔵原実花子・渡部睦美
片岡伸行、平野次郎、西村仁美
さらん日記
半田滋の新・安全保障論（18）
政治時評◉望月衣塑子
経済私考◉鷲尾香一
松崎菊也の無責任架空対談（347）
本多勝一の俺と写真（275）
ヒラ社長が行く（128）◉植村 隆
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
金曜日から
猫様（29）◉想田和弘
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言葉の広場　
沖縄の孫への手紙◉伊藤美年
重要土地等調査・規制法　なぜ今ごろになって
◉八鍬収治
覚悟のない枝野さん◉二宮 力
共産党は「閣外協力」を明確に◉村岡 到
護憲派野党よ  雌伏して時至るのを待て◉渡部 清
トランス脂肪酸の規制を！◉藤田ふみ子
秋山信孝さんの記事を読み達した結論◉堀井 進
金曜川柳◉三浦博司、さっ茶、古田励子
だんこ虫、柿沼昌芳
みんなの写真展◉長澤弘明

論考
夏が来れば思い出す  宣伝広告の恐ろしさ
◉能瀬英太郎

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙
この前日、小池百合子東京
都知事は疲労で入院。思い
起こせば、スタジアム設計問
題やエンブレム盗作騒動、五
輪招致・贈賄疑惑もあった
〝呪われた東京五輪 〝。6月
23日、新宿アルタ前。（撮影
／薄井崇友）

【新型コロナウイルス】
ワクチンの効果とリスクはどの程度？　
健康被害に救済制度適用を
◉植田武智

32

く　ら　し　の　泉

【お知らせ】
「ジェンダー情報」は休載します。
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